
このフェアは「三浦保」愛基金を活用し開催します

松山市持田町三丁目８-15  愛媛県総合社会福祉会館

愛 媛 県 社 会 福 祉 協 議 会
（愛媛県介護実習・普及センター）

TEL089-921-5070 FAX 089-921-8939
メールアドレス soumu@ehime-shakyo.or.jp
http://www.ehime-shakyo.or.jp
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有料
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えひめ
福祉用具
フェア

講習会場①（4階・第１会議室）

講習会場②（4階・視聴覚室）

多目的ホール（２階）
テーマ：「体圧分散頼り」にしない褥そうケア

参加費
無料

［アクセス］
● JR松山駅から…�伊予鉄市内電車（道後温泉行き）で 20分、「南町・県民文化会館前」下車。徒歩３分
●伊予鉄松山市駅から…�伊予鉄市内電車（道後温泉行き）で 15分、「南町・県民文化会館前」下車。徒歩３分

［専用駐車場］●地下駐車場…30台（うち身体障害者用２台）�　●地上…８台
（駐車場が満車の場合はお近くの有料駐車場をご利用ください）

研修・セミナー
のご案内住宅改修　再入門

～難しいと感じてしまう本当の理由～

11/17土 10:30 〜 12:00
　　  ㈲サニープレイス

（障害者の住まいづくり専門の建築設計事務所）
一級建築士　岡村英樹氏

内容／ �ADLと住環境を考える、住宅改修が難しいと感
じてしまう原因はどこにあるのか。それをどう解
消するかについて、実務的な視点でお話します。

講師

車いすの調整・適合技術
～座らせ方に注意していますか? ～

講師

持ち上げない介護
～腰痛予防に対する取り組み～

11/18日 10:00 〜 12:00
　　  日本ノーリフト協会 看護師　保田淳子氏
内容／�介護職員等の腰痛が利用者に与える影響と介護者に与

える影響、腰痛予防のメカニズム！予防に必要な職場
のアセスメントの視点（身体の使い方とケア、環境）
オーストラリアでの腰痛対策事情を紹介します。

講師

QOLのための褥そうケアへ!!
～体圧分散を卒業しよう! ～

11/18日 13:00 〜 14:30
　　  愛媛県立医療技術大学准教授

看護師　窪田　静氏
内容／�その体位変換が褥そうの元凶 !�体圧分散（身体にかか

る圧力の分散）の副作用は !?�QOLに貢献、褥そう
と無縁な生活をつくるための褥そうケアを学びます。

研修番号・住所・氏名・TEL を明記の上、
下記まで FAX・メール等で送付してくだ
さい。（申込がない場合でも、定員に満
たない場合は、当日参加は可能です。）

講師

リフトでなくそう!
「移乗ケアが作る褥そう」

ベッド・体位変換体験セミナー

マットレス選定セミナー
11/17土 18日 15:00 〜 15:30

　　  在宅ケアセンターひなたぼっこ
看護師　定松ルリ子氏

　　  介護実技普及指導員　　守谷理佐氏
内容／�体圧分散（身体にかかる圧力の分散）だけでマッ

トレスを選んでいませんか?選定の指標を学び、
体圧分散の「副作用」を理解した上で、約20種
類のマットレスで比較体験してみましょう。

※⑪〜⑯のセミナーは申込不要。
　自由に参加できます。

講師

スマートデバイスの
「ビジネス活用」

11/17土 12:15 〜 13:15
　　  ソフトバンク　　　　　伊藤一仁氏
内容／ �iPhone、iPad は様々な業種業態での企業導入が

加速し、ワークスタイルを変化させ業務改善を実
現しています。国内における様々な導入事例を映
像やデモを交えながらスマートデバイスの「ビジ
ネス活用」について紹介します。

講師

排泄ケア
～正しい紙おむつの利用法～

11/18日 11:30 〜 12:30
　　  ㈱リブドゥコーポレーション
内容／�快い排泄ケアを行うため、紙おむつの正しい利用

法について学びましょう。

講師

主催／愛媛県社会福祉協議会
共催／愛媛県福祉サービス協会・愛媛県身体障害者団体連合会・愛媛県理学療法士会・
　　　愛媛県作業療法士会・愛媛県介護福祉士会・愛媛県言語聴覚士会

参加・体験型展示会参加・体験型展示会

参加・体験型展示会

  参
加・体験型展示会  参
加・体験型展示会

  参
加・体験型展示会

第１回 えひめ福祉用具・住宅改修展示会

2012 年

11.17土 9:30〜16:30   11.18日 9:00〜16:00

愛媛県総合社会福祉会館
松山市持田町三丁目８番 15 号 TEL 089-921-5070

愛媛県社会福祉協議会 検索

1

2

3

4

5

専門職
向け

専門職
向け

専門職
向け

専門職
向け

車いすクッションの活用①
～シーティングの処方と適用～

11/17土 11:00 〜 12:00
　　  アビリティーズケアネット　佐野俊也氏
内容／�自立生活のレベルアップと二次障害を予防するため

に、正しい座り方とクッションの重要性を紹介します。

講師

車いすクッションの活用②
～クッションの選定方法～

11/18日 10:00 〜 11:00
　　  ㈱ユーキトレーニング　谷本雅民氏
内容／�車いす用のクッションを選ぶときのポイントを一

緒に体験しましょう。

講師

多目的ホール前ロビー（２階）

QRコードを
ご利用ください

11/17土 14:00 〜 15:30
　　  南松山病院副技士長

（日本シーティング・コンサルタント協会理事）
作業療法士　土居道康氏

内容／�合わない（車）いすに座らせ続けることは、本人に
とって苦痛なばかりか、褥そうや身体の変形など二
次障害を招くことがあります !「ずっこけ座り」に
より、車いすから転落しそうになっていませんか?
「横倒れ」になったままで食事をしていませんか?
このような問題に対しての対応策をお話します。

気づいて防ごう!
ロコモティブシンドローム

11/17土 13:00 〜 14:00
　　  四国中央医療学院教務部長

理学療法学科長　塩沢健太郎氏
内容／�ロコモティブシンドローム、通称ロコモは運動器

の衰えを示す概念で、要支援・要介護状態が懸念
される状態です。その予防は適切な運動ですが、
運動器の衰えは50歳代から始まると言われてお
り、対象者は高齢者だけではありません。ロコモ
の概念と共に、様々な運動のバリエーションにつ
いて理学療法士の視点で解説します。

講師

11/17土 18日 11:00 〜 11:30
　　  在宅ケアセンターひなたぼっこ

看護師　定松ルリ子氏
　　  介護実技普及指導員　　守谷理佐氏
内容／�移乗ケアが作る褥そうに気づいてますか?リフトが導く

活動的な生活と、リフトを使って初めてできる優しい移
乗で、傷を治すのではなく、褥そうを作るケア/生活を
変えましょう !まずはリフト体験から始めましょう。

11/17土 18日 13:00 〜 13:30
　　  在宅ケアセンターひなたぼっこ

看護師　定松ルリ子氏
　　  介護実技普及指導員　　守谷理佐氏
内容／�①ベッドの背上げの苦しさと解消法②摩擦軽減

シート&手袋を使った「ポジショニング /体位変
換ケア」を体験しましょう。

講師

講師

痛みや変形の原因は?
～人間の土台＝足底からの影響～

11/17土 14:10 〜 15:30
　　  足からの働きネットワーク

理学療法士　鈴木賢一氏
内容／�足から「その人」にとってストレス無く踏ん張れ、

動きやすい状態にする靴の中敷（入谷式足底板）
を紹介します。

講師

申込
方法
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車いす 移乗体験セミナー
11/17土 18日 10:00 〜 10:30

　　  南松山病院 理学療法士  松田政志氏
　　  南松山病院 作業療法士  岡田英剛氏
内容／�車いすからベッドへの移乗体験。チルト車いすの移

乗を二人で担いでいませんか。解決方法を教えます。

講師
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　　 車いす走行・スロープ体験セミナー
11/17土 18日 12:00 〜 12:30

　　  南松山病院 理学療法士  竹本光裕氏
　　  松山リハビリテーション病院 作業療法士  正岡佑次氏
内容／�数種類の車いすの走行体験、段差・スロープ体験、

高さと角度体験をしてみましょう。

講師

15

　　 車いすのクッション体験セミナー
11/17土 18日 14:00 〜 14:30

　　  松山赤十字病院 作業療法士  篠森　丞氏
　　  南松山病院 作業療法士  近藤優磨氏
内容／�車いすクッション等の座り心地体験、クッション

選定のポイント・座圧測定体験をしてみましょう。

講師
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講習会場①

紙おむつ・靴
歩行器・立上り手すり

喫茶コーナー

管
理
事
務
室

福祉車両・電動車いす

地下駐車場入口

受付
総合案内
相談窓口

車いす
移乗体験
コーナー

階段
昇降機

抽選
会場

福祉バザー
障がい者相談
コーナー

住宅改修
トイレ・入浴用具

車いす･クッション

リフト・ベッド

マットレス体験

リフト・体位変換
体験コーナー

就職･資格取得
支援相談

（愛媛県福祉人材センター）

託児室
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作成体験
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講習会場②
階段

階段

階段

階段

体力測定
リハビリブース
福祉用具事例紹介

ロビー

EVホール

EVホール

EVホール

EVホール

正面入口

入口

視聴覚室第１会議室 第２会議室

介護実習室

研修室

多目的ホール

福祉用具・住宅改造展示場

相談
ブース

お楽しみ抽選会

高齢者、障がい者はもちろん、介護者や介助者も応援する「福祉用具・
住宅改修展示会」を開催します。最新の福祉機器や住宅改修のノウハ
ウが満載 !�また、期間中は様々な研修や体験セミナー、福祉・介護相
談のほか、楽しいイベントも開催。ぜひご来場ください。

スタンプラリーに参加して
景品をゲットしちゃおう !!

　テレビ 22 型

　折りたたみ自転車

　体力は 20 歳頃をピークに衰えていきますが、衰え
の速さは人によって差があります。実年齢に沿った体
力年齢であれば問題ありませんが、実年齢より速いス
ピードで体力が低下している人が増えています。
　筋力・バランス能力・柔軟性など６項目を測定します。
●場所／４階「第２会議室」

　福祉用具、住宅改修相談をは
じめ、福祉・介護・障がい者相談、
リハビリ相談など実施します。
　各ブースにおいても、スタッ
フにお気軽にご相談ください。

1F

2F

3F

4F

住宅改修
トイレ・入浴用具ブース
住宅改修で最も関心の高いトイ
レや浴室を中心に、使いやすい
部屋の作り方や改修モデルを展
示しています。展示場での実演・
試用もできますのでお気軽にご
相談ください。

車いす・クッションブース
数種類の車いすの走行体験や、い
ろいろなクッションの座り心地
を体験してみましょう。

障がい者相談コーナー
当事者や家族の目線に立って、日
常生活の中で困っている様々な
相談に応じます。

福祉用具事例紹介
福祉用具を使った県内の事例紹
介をしています。

体力測定・
リハビリブース
リハビリテーションに携わる
３職種（理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士）が合同で、
各々の仕事内容を紹介するほ
か、健康相談や福祉用具等の
アドバイスをさせていただき
ます。

障がい者支援用具ブース
「普段の生活が楽になった」「介助
者の負担が軽くなった」生活用品
をご紹介します。障がいに応じた
ご相談もお受けします。

栄養改善補助食品・
自助具作成体験ブース
安全で楽しい食生活の実現に役
立つ、栄養改善補助食品の数々を
ご紹介します。試食もできます。
さらに、食事や家事など日常の動
作が快適になる便利グッズ、ユニ
バーサルデザイングッズも展示
しています。
また、簡単な自助具をいっしょに
作りましょう。

ベッド・リフトブース
介護する人もされる人も使いや
すいベッドや、移動が楽になるリ
フトを展示しています。
●体験コーナー
車いすの走行体験や、約20種類
のマットレスが体験できます。実
際にふれたり、動かしたりして使
いごこちを実感してください。

福祉バザー
軽食やクッキー、ドリンクなどの
バザーを開きます。
※協力：障害者就労支援事業所など

就職・資格取得
支援相談ブース
福祉に興味のある人や仕事を探
している人の就職相談に応じま
す。また、福祉関係の資格取得に
関する相談もお受けします。

紙おむつ・靴・歩行器・
立上り手すりブース
最新の紙おむつや歩行器、手すり、
着脱が簡単で滑りにくい靴など
を紹介しています。

講習会場①②
県内外の介護現場等で活躍・指導
されている講師陣による、研修や
体験セミナーを開催します。
（詳細内容は裏面を参照）

★すべて参加費無料 !

福祉車両・
電動車いす展示
快適な乗り降りや外出支援をサ
ポートする車や電動車いすを展
示しています。試乗や補助金制度
など、お気軽にご相談ください。

えひめ
福祉用具
フェア
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会場のご案内

目からウロコのアイデアグッズ
発見!!

目からウロコのアイデアアグ
ッズ
発見
　    

目からウロコのアイデアグッズ発見!!

無料

その他多数の景品をご用意しております。
お楽しみに !!

体力測定
あなたの体力年齢は何才?

※託児室は自由に利用できます。


